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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第11期
第１四半期
連結累計期間

第12期
第１四半期
連結累計期間

第11期

会計期間
自  平成23年１月31日
至  平成23年３月31日

自  平成24年１月31日
至  平成24年３月31日

自  平成23年１月31日
至  平成23年12月31日

売上高 (千円) 17,225 41,202 90,332

経常損失 (千円) 133,389 139,022 463,877

四半期(当期)純損失 (千円) 124,453 124,594 435,450

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △119,753 △106,039 △457,406

純資産額 (千円) 91,413 1,421,914 1,162,008

総資産額 (千円) 958,170 1,912,043 1,565,778

１株当たり四半期(当期)純損失 (円) 1.39 1.26 4.82

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 70.7 56.9 52.4

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、ストック・オプション制度導入に伴う新株引受

権及び新株予約権残高がありますが、１株当たり四半期(当期)純損失が計上されているため記載しておりま

せん。

３．第11期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

　

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】　

当第１四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
　文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年３月31日まで）において当社グループは

前連結会計年度から引き続き医薬品開発を行う企業として成長を遂げるため、現在保有する創薬候補物

の市場化を目指し、治験を着実に進めていくことを重要な経営課題としております。

■特発性肺線維症・放射線性肺炎症治療薬 F647

  中国において、商品化に最も近い創薬候補物であるF647（一般名：ピルフェニドン）については、①特

発性肺線維症（IPF）治療薬、並びに②放射線性肺炎（RP）治療薬という２つの適応症がありますが、そ

のうち特発性肺線維症（IPF）治療薬において平成23年９月に中国国家食品薬品監督管理局（SFDA）の

新薬承認を取得いたしました。さらに製造販売を行う為には、新薬承認の他、製造販売許可の取得も必要

となります。そのため、先ずは自社で製造設備を手配し、当該施設に於いて医薬品製造品質管理基準であ

るGMP（Good Manufacturing Practice）認定を新たに取得する必要があります。そのため、中国における

医薬品の製造設備の確保を目的として多くの製薬会社を調査し、契約交渉を行ってまいりました。その結

果、①GMP認定製造設備（既存商品について）であること。②原薬から製剤まで一貫生産が可能であるこ

と。③空き地の余裕が十分であり、必要に応じた増設が可能であること等の利点を考慮し、平成23年８月

26日に中国法人北京コンチネント薬業有限公司を子会社化し、現在、製造販売許可の申請準備を行ってお

ります。一方、放射線性肺線維症治療薬（RP）も良好な臨床試験の結果を受け、さらなる有効性と安全性

を確かめるために第３相臨床試験を計画しております。

■肝線維症治療薬 F351

  これらに続く創薬候補物のF351は、イーピーエス株式会社（4282東証一部上場企業）と当社グループ

が保有する技術、知的財産、ノウハウ等を共有し肝線維症等の分野での新しい医薬品や医療技術の早期開

発を目的として設立いたしました合弁会社であるGNI-EPS Pharmaceuticals, Incにて、現在第１b相臨床

試験の準備を行っております。また肝線維症と類似する腎線維症は最終的に腎不全へとつながる疾患で

あり、効果的な治療薬の開発が早急に望まれる疾患であります。この腎線維症についても現在F351の有効

性を確認する為の各種動物実験を行っており、現段階において、F351は肝線維症及び腎線維症に対し、優

れた特徴を示しており将来の新薬開発を期待しているところであります。尚、当社は中国、オーストラリ

ア、カナダ、米国、日本、及び欧州でF351の特許権を取得しております。
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■急性肝不全・慢性肝不全急性化（ACLF）治療薬 F573

  急性肝不全・慢性肝不全急性化（ACLF）治療薬 F573は、前述F647、F351に続く３つ目の新薬候補物で

あります。F573は、強力な肝細胞死阻害剤として米国企業EpiCept社が開発したジペプチド化合物であり

ます。中国は、B型肝炎ウイルスが原因で、世界でも大きな肝疾患市場となっており、重症肝炎の最終ス

テージにおいて、大規模な肝細胞死が発生する可能性があります。現存する抗ウイルス剤以外、残された

選択肢である肝臓移植は大変高価な最終手段であり、早急な新薬の開発が望まれるところであります。当

社グループは、過去３年に渡り、F573の合成法等について体系的に前臨床試験を行ってまいりました。そ

の結果、様々な肝不全動物モデルにおいて、F573が強力な細胞死の阻害並びに生存率改善を示した事を受

け、平成23年７月７日に上海食品薬品監督管理局（FDA）に対し、治験許可（IND）申請書を提出いたしま

した。

上記に加えて、当社グル―プは、継続的に当社グループの有する先端技術を利用して、複数の大手製薬

企業から研究を受託することで売上（研究開発収入）を計上しております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期より23,976千円増加し、41,202千

円、営業損失は、前年同四半期より2,064千円減少し、124,206千円、経常損失は、前年同四半期より5,632千

円増加し、139,022千円となりました。四半期純損失は、前年同四半期より141千円増加し、124,594千円と

なりました。

なお、医薬品の製造及び販売を行っているBeijing Continent Pharmaceutical Co., Ltd.社の売上が

2011年10月以降加わったため、前年同四半期より売上は増加しております。営業外費用に計上した株式交

付費5,325千円は、平成23年12月７日に発行した第三者割当による新株予約権のうち、未行使新株予約権

の全数が当第１四半期連結累計期間中に行使されたことにともなって発生した費用であります。為替差

損8,791千円は、主に当第１四半期連結会計期間末時点で連結子会社が保有する外貨建資産を同日の為替

相場で評価したこと等により発生した為替差損であります。

特別利益に計上した賞与引当金戻入益1,691千円は、当第１四半期連結累計期間中に連結子会社で支給

した賞与額が、前期末に計上した賞与引当金よりも少なかったことにより発生した戻入益であります。ま

た償却債権取立益4,002千円は、前連結会計年度の連結子会社取り込み時において時価評価していた売掛

債権が、当第１四半期連結累計期間中に回収されたことにより発生した取立益であります。

日本セグメントにおきましては、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期より3,042千円

減少し、3,331千円、セグメント損失は、前年同四半期より4,363千円増加し、59,713千円となりました。

中国セグメントにおきましては、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期より24,438千円

減少し、40,981千円、セグメント損失は、前年同四半期より28,370千円減少し、42,644千円となりました。

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて346,264千円増加し、

1,912,043千円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて86,359千円増加し、490,128千円となり

ました。純資産は、前連結会計年度末に比べて259,905千円増加し、1,421,914千円となりました。純資産の

増減は、主に124,594千円の四半期純損失を計上したことによる減少、及び新株予約権のうち未行使の新

株予約権（4,549個、4,549,000株）が行使されたことにともない資本金及び資本準備金が各々187,290千

円増加したことによります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

はありません。また新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は20,247千円であります。
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  なお、当第１四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況の重要な変更はありません。

 （臨床開発）

  当社グループは、自社が保有する肺線維症治療薬（F647：IPFに関しては平成23年９月に中国国家食品

薬品監督管理局（SFDA）の新薬承認を取得、RPに関しては中国で第２相臨床試験終了段階）と肝線維症

治療薬（F351：中国で第１ｂ相臨床試験準備中）の臨床開発ならびに、F573に関しては、前臨床試験を終

了し治験許可（IND）申請書を提出いたしました。中国での販売に当たっては、医薬品の製造工場が必要

となりますが、既に新薬承認されたIPF治療薬F647に関しては、製造販売許可を取得後、北京コンチネント

薬業有限公司にて、その製造販売を行います。また医薬品のパイプラインを充実させるために、自社開発

に加えて、創薬候補物の外部からのライセンシングにも積極的に取り組んで参ります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 243,527,000

計 243,527,000

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年５月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 99,646,83199,646,831
東京証券取引所
(マザーズ)

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 99,646,83199,646,831― ―

（注）提出日現在発行数には、平成24年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株)

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成24年１月１日～
平成24年３月31日

4,549,00099,646,831 187 3,496 187 3,456

（注）新株予約権の行使による増加であります。

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)
普通株式       2,000

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  95,078,000 95,078 －

単元未満株式数　　　　　 普通株式　　　17,831 － －

発行済株式総数 95,097,831 － －

総株主の議決権 － 95,078 －

（注）当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
 株式会社　　　　　　　　 ジーエ
ヌアイグループ

東京都新宿区西新宿
三丁目７番１号

2,900 － 2,900 0.00

計 ― 2,900 － 2,900 0.00

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

(注)　当社は委員会設置会社であります。委員会体制につきましては、次のとおりであります。

指名委員会 イン・ルオ

　 ヤン・ホフラック

　 リウェン・ウ

監査委員会 指輪　英明

　 安川　定之

　 リウェン・ウ

報酬委員会 片岡　隆志

　 指輪　英明

　 ワンショウ・グオ
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年１月１日

から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年３月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 780,618 1,104,297

受取手形及び売掛金 ※1
 40,615

※1
 46,200

たな卸資産 53,234 59,917

その他 28,357 21,152

貸倒引当金 △7,096 △8,127

流動資産合計 895,729 1,223,438

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 93,085 96,819

機械及び装置（純額） 44,321 39,825

車両運搬具（純額） 1,243 6,870

工具、器具及び備品（純額） 6,522 6,061

建設仮勘定 16,031 32,402

有形固定資産合計 161,203 181,979

無形固定資産

のれん 156,289 140,245

特許権 51,087 51,087

借地権 284,936 298,971

ソフトウエア 1,132 961

無形固定資産合計 493,444 491,265

投資その他の資産

その他 15,401 15,359

投資その他の資産合計 15,401 15,359

固定資産合計 670,049 688,604

資産合計 1,565,778 1,912,043

負債の部

流動負債

買掛金 39,741 42,228

短期借入金 － 95,729

1年内返済予定の長期借入金 3,169 3,426

未払金 36,624 35,688

未払費用 8,100 6,694

前受金 25,873 30,887

未払法人税等 27,476 23,996

賞与引当金 7,386 1,959

受注損失引当金 335 4

その他 3,258 1,664

流動負債合計 151,965 242,278
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

固定負債

長期借入金 248,547 244,134

その他 3,256 3,715

固定負債合計 251,803 247,849

負債合計 403,769 490,128

純資産の部

株主資本

資本金 3,309,431 3,496,722

資本剰余金 3,269,431 3,456,722

利益剰余金 △5,720,096 △5,844,690

自己株式 △126 △126

株主資本合計 858,641 1,108,628

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △37,945 △20,382

その他の包括利益累計額合計 △37,945 △20,382

新株予約権 178,014 168,223

少数株主持分 163,298 165,445

純資産合計 1,162,008 1,421,914

負債純資産合計 1,565,778 1,912,043
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

売上高 17,225 41,202

売上原価 11,739 25,857

売上総利益 5,486 15,344

販売費及び一般管理費 131,756 139,550

営業損失（△） △126,270 △124,206

営業外収益

受取利息 132 171

その他 － 665

営業外収益合計 132 837

営業外費用

支払利息 － 1,535

為替差損 7,237 8,791

株式交付費 － 5,325

その他 14 －

営業外費用合計 7,252 15,653

経常損失（△） △133,389 △139,022

特別利益

賞与引当金戻入益 － 1,691

新株予約権戻入益 － 197

償却債権取立益 － 4,002

過年度損益修正益 4,812 －

その他 － 149

特別利益合計 4,812 6,039

特別損失

過年度損益修正損 1,088 －

特別損失合計 1,088 －

税金等調整前四半期純損失（△） △129,666 △132,982

法人税、住民税及び事業税 302 302

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △129,968 △133,284

少数株主損失（△） △5,515 △8,690

四半期純損失（△） △124,453 △124,594
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △129,968 △133,284

その他の包括利益

為替換算調整勘定 10,215 27,245

その他の包括利益合計 10,215 27,245

四半期包括利益 △119,753 △106,039

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △115,681 △107,031

少数株主に係る四半期包括利益 △4,071 992
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日　至　平成24年３年31日）

 

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）

を適用しております。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

　※１ 受取手形裏書譲渡高 12,823千円

　
※１ 受取手形裏書譲渡高　　　　　　　  16,748千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償

却額は、次のとおりであります。

　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

減価償却費　　　　　　　　　　　　　　2,850千円 減価償却費　　　 　　　　　　　　　6,536千円

のれん償却額　　　　　　　　　　　　　20,158千円 のれん償却額　　　　　　　　　　　21,816千円

　
(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日)

　該当事項はありません。

　
当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

１．株主資本の著しい変動

平成23年12月７日に発行した第三者割当による新株予約権のうち、未行使新株予約権の全数（4,235

個、4,235,000株）が行使されました。さらに、新株予約権（314個、314,000株）の行使が当第１四半期連

結累計期間において行使されたため、資本金及び資本準備金が187,290千円増加致しました。この結果、当

第１四半期連結会計期間末において、資本金が3,496,722千円、資本準備金が3,456,722千円となっており

ます。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I．前第１四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日）　

　
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：千円）

　

報告セグメント
調整額
(注）１

四半期連結損益計
算書上計上額
(注）２日本 中国 合計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,600 12,625 17,225 ― 17,225

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,773 3,917 5,690 △5,690 ―

計 6,373 16,542 22,916△5,690 17,225

セグメント損失(△） △55,350△71,015△126,365 95 △126,270

(注)１．セグメント損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

    ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　
II. 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日）

　

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：千円）

　

報告セグメント
調整額
(注）１

四半期連結損益計
算書上計上額
(注）２日本 中国 合計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 1,681 39,520 41,202 ― 41,202

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,649 1,460 3,110 △3,110 ―

計 3,331 40,981 44,312△3,110 41,202

セグメント損失(△） △59,713△42,644△102,358△21,848 △124,206

(注)１．セグメント損失の調整額△21,848千円は、セグメント間取引消去△31千円、全社費用△21,816千円が含ま

れております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しないのれん償却額であります。

    ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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(１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額 １円39銭 １円26銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純損失(千円) 124,453 124,594

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 124,453 124,594

    普通株式の期中平均株式数(株) 89,779,931 98,880,326

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ジーエヌアイグループ(E05712)

四半期報告書

16/17



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年５月15日

株式会社ジーエヌアイグループ

取締役会  御中

三優監査法人

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    杉　田　　　純 　   ㊞

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    海　藤　　丈　二    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ジーエヌアイグループの平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結

会計期間(平成24年１月１日から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月１日か

ら平成24年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手

続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジーエヌアイグループ及び連結子会

社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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